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主に手洗い用として、ウイルス、細菌などの感染予防に使えます。
その他、除菌したい器具などにも使えます。

手洗いで一般細菌、病原菌、ウイルス（ノロウイルス、インフルエンザウイルス）
などの除菌効果があります。

万一、飲み込んでも危険はありませんが、飲用ではありません。
注：目に入るとしみたりする場合があります。よく水道水で洗い流してください。

厚生労働省が食品添加物として認可いたしました。※平成24年4月、食品、添加物
等の規格基準の一部改正（厚生労働省告示第345号）。

pHは5.5～6.5とわずかに酸性です（pH7が中性）。酸味はほとんどありません。
有効塩素濃度は10～15mg/ℓです。有効塩素濃度とは、除菌成分の濃度です。

微酸性次亜塩素酸水（以下生成水） Q&A

生成水はどんな水ですか？

何に使えますか？

どのような効果がありますか？

安全ですか？

生成水は食品添加物なのですか？

生成水の特長は？

無色で、味や臭いがほとんど無いので手肌にも安心です。

1

本生成水「微酸性次亜塩素酸水」は食品添加物として厚生労働省に認可されていま
すから、食器洗いなどにも利用できます。

人体に有害な成分は含まれていないのですか？



遮光容器や蓋をして薄暗い場所に置けば、数週間の保存は可能ですが、弊社では手
洗い用として使用していただきますので、保管、流通はしないでください。

細菌については、市販の測定機器や、大型の手形培地などを利用してある程度の効
果検証は可能です。

微酸性次亜塩素酸水（以下生成水） Q&A

保存できますか？

実際に除菌効果を現場で見れますか？

2

ノロウイルスは、（財）北里環境科学センターで除菌効果を検証済みです。

ほとんどの菌に有効です。特に今年大流行の兆しをみせているノロウイルス、イン
フルエンザウイルスに対する除菌効果は検証済みですから、それだけでも早急に設
置されることが望ましいと思われます。

超！おててきれいは本当に効くのですか？

7秒間の洗浄で十分効果がありますか？

MRSA（院内感染）、メチシリン耐性スタヒ
ロコッカス・へモリチカス※に効くのですか？

※グラム陽性菌 　    

ノロウイルス、インフルエンザウイルスの除菌、不活化効果について、北里環境科
学センターで検証済みです。
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<参考：電解水の種類例一覧＞
種　類 被電解液 pH 有効塩素 備考

強酸性電解水 食塩水 2.7以下 20～60mg/ℓ 食品添加物
弱酸性電解水 食塩水 2.7～5.0 10～60mg/ℓ 食品添加物

微酸性電解水
希塩酸水 5.0～6.5 10～80mg/ℓ 食品添加物
食塩水＋希塩酸 5.0～6.5 10～80mg/ℓ 食品添加物 ⇦EHP60の生成水は、微酸性電解水です。

安　全

●食品添加物の指定を受けています！

●手荒れしにくい低塩素濃度！

本装置により生成される次亜塩素酸水は、食品に添加したり調理器具に使用される食品添加物注1に指定
されていますので、安心してご使用いただけます。

従来の塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）や強酸性次亜塩素酸水注2は、高い塩素濃度のため、直接
肌に触れることはできません。一方、本装置により生成される次亜塩素酸水は、無色で臭いが微弱であり、
微酸性（pH5.5～6.5）で低塩素濃度（10～15mg/ℓ以上）のため、人体への刺激が小さいため手軽にご
使用いただけます。

注1： 2012年4月26日厚生労働省より、食品添加物の規格が一部改正され、微酸性次亜塩素酸水の成分規格が、「塩酸、または塩酸に
塩化ナトリウム水溶液を加えて適切な濃度に調整した水溶液を無隔膜電解槽内で電気分解して得られる水溶液で、有効塩素濃度
10～80mg/ℓ、pH5.0～6.5であること」と定義されました。

注2： 食品添加物の規格では、強酸性次亜塩素酸水は「有効塩素濃度20～60mg/ℓ、pH2.7以下であること。」と定義されています。

除菌効果

●低塩素濃度でも効果が高い理由！

本次亜塩素酸水の主な成分は、HOCℓ（次亜塩素酸）注ですが、これは次亜塩素酸ナトリウム液の主成分
であるOCℓ－（次亜塩素酸イオン）と比較して除菌力が高く（約80倍）、低濃度でも十分な効果を発揮し
ます。

注： 除菌力成分であるHOCℓ
（次亜塩素酸）の存在率
はpHの値によって異なり、
pH5.0付近で最も存在率
が高くなります。EHP60
生成水はその範囲に近い
ため、高い除菌効果が得
られます。
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<参考：本次亜塩素酸水の不活化効果一覧＞
細菌・ウイルス種類 初期時（処理前） 作用後（処理後） 単位 作用時間 試験機関

一般細菌 5.0×105 不活化率100％ CFU/mℓ ー 関東学院大学
大腸菌群 2.6×104 不活化率100％ CFU/mℓ ー 関東学院大学
レジオネラ属菌 2.0×103 不活化率100％ CFU/100mℓ ー 関東学院大学
サルモネラ菌 7.5×105 ＜10（検出限界以下） CFU/mℓ 15秒 （財）日本食品分析センター
O-157 1.8×105 ＜10（検出限界以下） CFU/mℓ 15秒 （財）日本食品分析センター
A型インフルエンザウイルス 1.2×105 ＜6.3（検出せず） TCID50/mℓ 60秒 （財）北里環境科学センター
ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替） 6.3×105 ＜6.3（検出せず） TCID50/mℓ 7秒、60秒 （財）北里環境科学センター

不活化

本次亜塩素酸水による各種微生物に対する不活化注の効果は、試験機関によって確認されています。

●試験機関による確認！

1.本次亜塩素酸水によるネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）に対する不活化試験の結果（参考）

試験水：電解次亜塩素酸水（有効塩素濃度14.7mg/ℓ、pH6.1）

試験ウイルス：ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）

ウイルス感染価単位：TCID50/mℓ
検出限界値：6.3 TCID50/mℓ
感染価対数減少値計算式：log10（初期値のPBSでの感染価÷各作用時間後の試験水での感染価）

電解次亜塩素酸水をネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）に7秒、15秒、30秒間作用させた場合、

それぞれ感染価を5.0桁以上、4.5桁、4.7桁減少させた。

※PBS（対照）：電解次亜塩素酸水を作用させなかった対照リン酸緩衝生理食塩水。

（財）北里環境科学センター「北環発24_0050号」より

ウイルス感染価：

注： 微生物の活性を奪うこと。一般に使用される「殺菌」とほぼ同義であるが、厳密にいうとき「不活化」という。
なお、不活化（殺菌）は「死」とは必ずしも同一ではなく、検査技術上からみて必ずしも死に至らしめているか
確認はできない。（出典：金子光美　編者　水質衛生工学　技法堂出版 1996）
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試験水
試験前

有効塩素濃度（mg/ℓ）
作用時間（秒） 感染価対数減少値

0（初期） 7 15 30 7秒後 15秒後 30秒後
PBS（対照）※ ー

6.3×105
ー ー 5.6×105 ー ー 0.1

電解次亜塩素酸水 14.7 ＜6.3 2.0×101 1.2×101 ＞5.0 4.5 4.7
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2.本次亜塩素酸水によるA型インフルエンザウイルスに対する不活化試験の結果（参考）

3.試験結果写真例（参考）

試験ウイルス：A型インフルエンザウイルス

試験細菌：大腸菌 O-157

試験液：0.1mℓ

試験細菌：サルモネラ菌

試験液：0.1mℓ

O-157のコロニー状況

サルモネラ菌のコロニー状況

※（財）日本食品分析センターによる

本次亜塩素酸水使用時（15秒）

本次亜塩素酸水使用時（15秒）

電解次亜塩素酸水は60秒の作用時間で対照と比較してA型インフルエンザウイルスの感染価を4.5桁減少させた。

※（財）北里環境科学センター「北環発23_0059号」より
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■仕様
項目 形式 EHP60

電解方式 無隔膜電解方式
吐出流量 ℓ/h 60
有効塩素濃度 　mg/ℓ 10～15
pH範囲 5.5～6.5
外形寸法（W×D×H） mm 173×102×207
質量 kg 2.5
電源 V AC100（50/60Hz）
消費電力 W 100
給水 上水水質基準適合の水
給水圧力注1 MPa 0.15～0.3
給水温度 ℃ 2～40
周囲温度 ℃ 2～40（凍結なきこと）
調整食塩水（消耗品） EHPW-5（調整食塩水）
メンテナンス注2 電極洗浄（目安1,000時間）、電極交換、内蔵ポンプ交換（目安3,000時間）
注1：上記給水圧力範囲外の場合はご相談ください。
注2：メンテナンスにつきましては弊社へご相談ください。

センサによる自動出水

本体 EHP60 消耗品 EHPW-5
　　　　（調整食塩水5ℓ）

ノズル

非接触センサ 操作パネル

自動出水

表示・操作パネル
非接触センサ生成ランプ（青）

連続吐出スイッチ調整食塩水の補充ランプ（橙）

電極洗浄ランプ（橙）電極寿命ランプ（赤）

装置異常ランプ（赤）電極洗浄スイッチ

0.5秒間手をかざすと生成水が7秒間吐出され
ます。

生成水が吐出される間LEDが点灯します。

※ 洗浄時はクエン酸水溶液の入った容器と調整食塩水の入った容器を（ホース配管を外し）入れ替えてください。
復帰時は元の調整食塩水の入った容器に戻してください。

連続で生成水を吐出させたい場合にスイッチ
を押すと1分間吐出します。なお、連続吐出は
30秒以上間隔を空けてください。

調整食塩水が供給されない場合に点灯しま
す。その際は装置異常のLEDも点灯します。

電極洗浄が必要になった場合に点灯します。
使用時間の累計が1,000時間経過し、点灯し
た場合は、別途用意するクエン酸液による洗
浄を必ず行なってください。

電極が寿命となった場合に点灯します。使用
時間の累計が2,950時間で点灯し、3,000時
間で停止します。その際は装置異常のLEDも
点灯します。

調整食塩水の補充、電極洗浄、電極寿命の他
に、内部電源、渇水、換気ファン、電気分解異
常の時に装置異常で点灯し、装置は停止しま
す。

クエン酸水溶液による洗浄の際、スイッチを
押すと、60分間（300mℓ）洗浄をします。洗
浄を終了すると電極洗浄ランプは消灯します。
（洗浄を完了しないとランプは消灯しません）
復帰は長押ししてください。水道水と調整食塩
水を30秒間連続吐出します。※
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■寸法図
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設置工事・メンテナンス

● 設置には、据付工事、電気工事および給排水工事などが必要です。お買い上げの販売店または弊社に
ご相談ください。
● メンテナンスにつきましては、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
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Memo



●このパンフレットは2013年2月現在のものです。
●記載されている仕様および外観は、改良のため予告なく
　変更することがあります。ご了承ください。
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